
問合せ　�中央図書館 ☎31・3131、向山図書館 ☎62・2944、
大清水図書館 ☎39・5900

休館日　月曜日、第４金曜日

スタッフの
おすすめ本

「　　　　」＆

＆

図書館の特別整理に伴う�
休館と貸出期間延長
休館
ところ� 中央・向山・大清水図書館
貸し出し・返却の休止
ところ� 石巻・青陵・南部・二川・北部・

牟呂地区市民館、アイプラザ
豊橋、こども未来館

[共通事項]
と き� 6/27㈬～7/4㈬
その他� 6/13㈬～6/26㈫は貸出期間

を3週間に延長
問合せ�中央図書館

おはなしのへや
ボランティアによる絵本などの読み聞かせを行
います。
対　象 小学生以下と保護者
その他 中央図書館、大清水図書館でも開催。

日程など詳細はホームページ参照
問合せ 中央図書館

6
月

映画「ネバーエンディングス
トーリー」の原作です。少年
が不思議な本の世界に入
り込み、本の中の主人公と
一緒にさまざまな冒険をし
ます。あなたも物語に入り
込んで3人目の主人公の気
分を味わってみませんか。

『�はてしない物語�』
著者：ミヒャエル・エンデ

岩波書店  1982.6

飯田市との読書会交流会
村上春樹著「騎士団長殺し」について話し
合います。
と き� 7/15㈰7:40～18:40
ところ� 飯田市立中央図書館（飯田市追手町）
定 員� 25人（申込順）
料 金� 2,000円程度
その他� 集合・解散は中央図書館※バス使用
申込み� 6/15㈮までに直接、電話または

Eメールで住所、氏名、電話番号
を中央図書館（ tosho@library.
toyohashi.aichi.jp）

とき（各40分） ところ
6/16㈯11:00 東陵地区市民館
6/16㈯15:00 市民文化会館
6/23㈯11:00 青陵地区市民館
6/30㈯11:00 本郷地区市民館
7/7㈯11:00 前芝校区市民館
7/14㈯10:30 二川地区市民館
7/20㈮11:00 南陽地区市民館

身近な公共施設で本の貸し
出し・返却ができます
石巻・青陵・南部・二川・北部・牟
呂地区市民館、アイプラザ豊橋、
こども未来館でも図書の貸し出
し・返却・予約、貸出券の登録が
できます。また、豊橋駅構内のと
よはし情報プラザ、市役所じょう
ほうひろばは図書の返却のみ
できますので、ぜひご利用くだ
さい。
問合せ� 中央図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日

特別展示室�
豊橋にゆかりのある日本画家
中村正義、大森運夫、平川敏夫などの作
品を紹介します。
と き� 7/16㈷まで
その他� 5/25㈮に作品を入れ替えました

受贈記念�星野眞吾・高畑郁子�
二人の足跡展�ギャラリートーク
当館学芸員が作品の見どころを紹介
します。
と き� 6/10㈰14:00～15:00
料 金� 無料（観覧料必要）

高畑郁子「惜陽」1967年
平川敏夫「瀑布白糸」2001年

二川宿本陣まつり��七夕の節句
園児たちが書いた短冊を飾った
七夕飾りなどを展示します。
と き� 6/30㈯～7/8㈰
＜関連イベント＞
ちりめん作家�豊田恵子さん制作の
七夕のつるし飾り展示
と き� 6/16㈯～7/8㈰9:00～17:00

※最終日は15:00まで
織姫体験・コースターを作ろう
機
は た お

織り機でコースターを作ります。
と き� 7/1㈰10:00～15:00
講 師� 二川茶屋
ミニ笹飾り作り
七夕飾りを作り、笹に飾って持ち帰ります。
と き� 7/7㈯10:00～16:00
[共通事項]
ところ 二川宿本陣資料館
料 金� 無料（入館料必要）
問合せ 二川宿本陣資料館

大人の寺子屋
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代の夏の過ごし方を学び、学校
給食を食べます。
と き� 6/28㈭11:30～13:00
ところ� 駒屋
講 師� 二川宿本陣資料館学芸員
定 員� 20人（申込順）
料 金� 600円
申込み� 6/5㈫10:00から電話で駒屋

和創作�季節の布遊び
浴衣に似合う髪飾りを作りましょ♪
花手毬

まり

かんざしと、おはじきヘアピンを
作ります。
と き� 6/20㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定 員� 10人（申込順）
料 金 3,000円
申込み� 6/6㈬10:00から電話で駒屋

駒屋マルシェ・駒屋であそびん
豊橋百儂人による飲食物の販売など
を行います。
と き� 6/17㈰10:30～15:00
ところ� 駒屋

季節の煎
せん

茶体験
と き� 6/24㈰10:00～14:00
ところ� 駒屋
料 金� 400円
問合せ� 駒屋

青 と々して一見さわやかな風景に見
えますが、草むらの中を細かく観察
してみると、こちらをじっと見つめ
る動物や、赤い提灯などが隠れて
います。高畑郁子の初期の幻想的
な作品です。

学芸員の作品紹介

ちょうちん
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日

子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号
30ページの「パパママ」に掲載しています。

おもしろサイエンスの日
身近な材料で楽しい工作
水ロケットや輪ゴムロケット、マジッ
クの道具などを作ります。
と き� 6/24㈰13:00～15:00（随

時参加可）

NICOワードカップ�本戦
言葉に関するゲームや展示を行います。
と き� 6/9㈯～6/17㈰

あそびマルシェ
折り紙と将棋ができます。
と き� 6/10㈰13:00～15:00

ここにこスタッフと芝生広場で遊ぼう
竹馬やフラフープ、シャボン玉で遊べます。
と き� 6月の日曜日13:00～15:00
 ※雨天中止

出張！�鳥羽水族館＆�
伊勢湾フェリー�IN�ここにこ
ジュゴンの模型を展示するほか、
フェリーに関する工作ができます。
と き� 6/23㈯～7/8㈰9:30～

17:00

ワークショップ
レモン備長炭電池
レモンを使って、いろいろな電池
を作ります。
と き 7/14㈯10:00～11:00
対 象 どなたでも（小学3年生以

下は保護者同伴）
定 員 20人（抽選）
料 金 800円　持ち物  レモン1個
申込み 6/18㈪までにホームペー

ジで必要事項を入力

ワークショップ
プログラミングの世界をのぞいてみよう
プログラミングソフト スクラッチでプログラミングに挑
戦します。
と き 7/15㈰10:00～15:00
対 象 パソコンで文字入力やマウス操作ができる方
定 員 20人（抽選）
持ち物 Windows7以降でネットワーク接続ができる

ノートパソコン
申込み 6/18㈪までにホームページで必要事項を入力

ワークショップ
天体望遠鏡を作って星空を見よう
35倍の望遠鏡を作り、風景や木星を観察します。
と き 7/22㈰[①工作の部]10:00、13:00（各約

90分）[②実習の部]19:00～20:00
対 象 どなたでも（①は小学3年生以下、②は

中学生以下の場合、保護者同伴）
定 員 各30人（抽選）
料 金 ①各2,500円　持ち物   ②三脚、懐中電灯
申込み 6/25㈪までにホームページで必要事項

を入力

ミニワークショップ
科学マジック
色の錯覚を利用したペー
パークラフトを作ります。
と き� 6/2～6/23の土・

日曜日11:50

こども未来館
本多 俊文

鳥羽水族館の生き物たち

と触れ合いましょう。
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問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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7/1㈰

父の日企画
新聞ピラミッド
新聞で作った棒を組立て、巨大なオブジェを
作ります。
と き� 6/16㈯13:30～15:30
かぞく缶
家族の写真を撮り、バッジと一緒に缶に詰めて
贈ります。
と き� 6/17㈰9:30～16:30
定 員� 50組（先着順）

キックバイク体験
キックバイクコースでタイムを計測します。
と き 6/24㈰13:00～14:30
対 象 2歳児～小学2年生程度
その他 キックバイク、ヘルメット、プロテ

クターは主催者側で用意。参加
賞あり

アカウミガメ自然学習教室と
テント泊＆ピザづくり
アカウミガメの実態調査などを通じ
て自然環境について学びます。
と き� 7/28㈯13:00～7/29㈰12:00

※1泊2日
対 象� 小学3年～中学生と保護者
定 員� 8家族（抽選）
料 金 1,500円
申込み� 6/1㈮～6/15㈮に少年自然

の家

なかよし広場
親子で歌遊びを楽しみます。
と き� 6/21㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

七夕特別プログラム�
七夕ステッキ
七夕飾りを作り、笹に
飾って持ち帰ります。
と き� 6/30㈯、7/1㈰

9:00～16:30
定 員� 各40人

（先着順）

6月

キャンプスタッフ講習会
少年自然の家での自然体験活動について学びます。
と き� 6/23㈯10:00～6/24㈰12:00※1泊2日
対 象� 18歳以上の方
講 師� 日本キャンプ協会キャンプディレク

ターほか
定 員� 10人（申込順）　料金  2,500円
その他� 受講後、任意でキャンプスタッフに登

録可
申込み� 6/17㈰までに少年自然の家

函館記念
（Ｇ Ⅲ）
ナイター

平塚
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

奈良
（Ｆ Ⅰ）

大垣
（Ｆ Ⅰ）

福井
（Ｆ Ⅰ）

青森
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

佐世保
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

松戸
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

四日市
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

川崎
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

富山
（F Ⅰ）

武雄
（F Ⅰ）

前橋
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

函館
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ ）
ナイター

小松島
（F Ⅰ）

静岡
（Ｆ Ⅰ）

松山
（F Ⅰジャパンカップ）

宇都宮記念
（G Ⅲ）

久留米記念
（G Ⅲ）

岸和田
高松宮記念杯

（G Ⅰ）

大宮
（Ｆ Ⅰ）

取手
国際自転車トラック競技支援競輪

（G Ⅲ）

かぞく缶
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